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目 
的 

対 象 農業者，農地，市民 

意 図 
安全でおいしい農産物を生産し，市民がそれを消費することができる。農地を保全する。市民が農

業とふれあい，都市農業への理解を深めることができる。 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ138＞ 

農業経営の安定化や後継者の育成を促進し農地の保全を図るとともに，地産地消や農業体験など地域に根付いた農業

を推進します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 認定農業者の人数 

【☆，◎】 
33人  38人 47人 51人 35人 

２ 多様な農業の場の新規

開設数【☆】 1園   ２園 0園 0園 
3園 

（平成27～30年度累計） 

３ 生産緑地地区の年間追

加指定件数【☆】 
1件   2件 0件 3件 

20件 

（平成27～30年度累計） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 認定農業者の人数【☆，◎】 
経営規模の拡大，生産方式の合理化等の目標を定めた農業経営改善計画における調布市で認定した農業

経営に意欲のある認定農業者は，周知も順調に進む中で平成２９年度は５１人となりました。 
 
 
２ 多様な農業の場の新規開設数【☆】 
 年々減少していく農地の維持保全，農業に触れ合う場の確保等を図るため，多様な農業体験の場として 
 
農業体験ファーム，市民農園，ふれあい体験農園などを平成２７年度から平成３０年度までに３園の新規 
 
開設の目標に対し，平成２８年度までに２園が新規開設しました。平成２９年度は新規開設には至りませ 
 
んでしたが，平成３０年度の開設に向けての意向もあることから引き続き取り組みを進めます。 
 
３ 生産緑地地区の年間追加指定件数【☆】 
 都市における農地が持つ緑地機能や防災機能など多面的な機能を生かした良好な都市環境を確保する 
 
ため，生産緑地地区の追加指定を平成２７年度から平成３０年度までに累計２０件行うとの目標に対し 
 
て，平成２８年度までに２件，平成２９年度は３件の追加指定をしました。平成２９年６月の生産緑地法 
 
の一部改正により，下限面積緩和などが盛り込まれ，今後の追加指定への好環境と考えています。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№18 都市農業の推進） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１８－１ いきいきとした農業経営（総合戦略Ｇ－⑧） 

 農業経営の向上を図るため，都市農業育成対策事業補助制度を活用し，経営規模の拡大，生産方式の合

理化等４つの目標を設定した農業経営改善計画を市に提出し，市が認定した農業経営に意欲がある認定農

業者及び認定農業者以外で農業経営に意欲のある農業者が行う農業用機械設置事業等への支援を２９件

実施しました。都市農業育成対策事業補助制度は，認定農業経営者に対してより厚く支援する内容である

ことから，認定農業者は５１人となりました。 

 また，市民ニーズが高い安全，安心で新鮮な農産物を生産する有機栽培を推進するため，希望する 

１０４件の販売農家に耕作面積に応じて有機質肥料を配付しました。 

 その他，ＪＡマインズ農業協同組合営農相談窓口と連携し，農業技術指導などを通じて，減農薬，有機

栽培等の普及，支援を図り，安全で安心な野菜生産を促進しました。 

 
１８－２ 農のある地域づくり 

市内で生産された農産物のＰＲのため，内容を更新した「農産物直売所マップ」を市内公共施設等で配

布し，市内農産物の消費拡大，調布農業の情報発信に努めました。 

 また，マインズショップや市内大規模小売店直売コーナー等で安全，安心で新鮮な調布産の農産物を販

売しているＪＡマインズ農業協同組合直売会や若手女性農家有志によるマルシェを支援し，地産地消を促

進しました。 

 多様な農業体験の場として，市民農園を市内の計１３園７０６区画（平成３０年３月３１日現在）で市

民に提供するとともに，農業体験ファーム５園１８９区画の管理運営に対し支援したほか，姉妹都市の木

島平村における調布市民向け市民農園の開設など，農業に触れ合える場の確保に努めました。 

 さらに，学童農園（米２校，野菜１校），ふれあい体験農園（枝豆・とうもろこし・白菜，大根，４０

家族参加）の事業を通じて，農業者と市民との協働，農業体験の参加者同士の交流など，農業を通じての

コミュニティ形成や食育の推進を図りました。 

 また，学校における食育の推進として，定例的な市内産農産物を活用した給食献立の実施や，農家の方

を授業に招き市内農産物を学ぶ取組を引き続き実施しました。 

市民と農業者との交流，農家の生産意欲や農業技術の向上，農産物の品質の改良などを図るために，第 

４１回調布市農業まつりを平成２９年１１月１８・１９日の２日間，市役所前庭で開催し，農産物の展示

品評会，農産物の即売，宝船の展示，農業相談などを行いました。 

１８－３ 農地の保全 

都市の農地は，安全，安心で新鮮な農産物を供給する場だけではなく，災害時における避難場所となる

こと，生活に潤いや安らぎを与え良好な住環境を形成すること，食育や環境教育の場となること等多面的

な機能を有していることから，都市農地の保全に努めるため，生産緑地地区の追加指定を推進しました 

（３件，0.1ｈａ）。 また，市内に残る水田の保全に必要な農業用水を確保するため，水路の維持保全

作業を行った水利組合５組合に対し，農業用水路しゅんせつ事業補助事業で支援しました。 

 さらに，生産緑地地区でも開設できる農園主が主体となって実施する農業体験ファームの運営に対し，

支援を行い，良好な農地の保全を図りました。 

 里山の保全と活用では，佐須地区での生産緑地の買取申出により，土地開発公社が先行取得しました。

今後，調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に沿って農地として多面的活用を検討します。 

なお，生産緑地等の農地の適切な管理を図るため，農地利用状況調査（農地パトロール）を７月と１１

月に実施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№18 都市農業の推進） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・農業経営の向上を図るため，認定農業者及び農業経営に意欲のある農業者に対して，都市農業育成対策事業を活用し，農業者が実

施した農業用機械設置事業等に支援した。 

・都市農業育成対策事業補助制度は，認定農業経営者に対してより厚く支援する内容であることから，意欲ある農業経営者である認

定農業者が前年度より５人増の３８人になった。 

・市内農産物の販売先等を掲載した「農産物直売所マップ」を改訂し，市内農業のＰＲをすることにより，直売所利用者の増加を図

った。 

・市民が農業や農家と交流する場である農業体験ファーム５園，１９６区画の管理運営に対し助成することにより，生産緑地の保全・

活用を図った。 

・市民が農に触れ合う機会づくりの場であるふれあい体験農園を新たに１園開設した。 

・都市農地の保全に努めるため，新たに生産緑地地区を２件（９１０㎡）追加指定した。 

 

 

（平成２８年度） 

・農業経営の向上を図るため，認定農業者及び農業経営に意欲ある農業者に対し，都市農業育成対策事業を活用し，農業者が実施し

た農業用機械設置事業等に支援を行った。 

・経営規模の拡大，生産方式の合理化等の目標を設定した農業経営改善計画を策定した農業経営に意欲がある認定農業者が前年度よ

り９人増え，４７人となった。 

・市民が農業や農家と交流する場である農業体験ファーム５園の管理運営に対し助成することにより，生産緑地の保全・活用を図っ

た。また，現基本計画期間においても，多様な農業体験の場として農業体験ファームのほか，市民農園，ふれあい体験農園などの

新規開設を目指す。 

・都市農地の保全を図るため，新たな生産緑地地区の指定に取り組んだが，平成２８年度の追加指定はなかった。生産緑地法が一部

改正され，条例により下限面積が緩和できることになるため，平成２９年度以降も生産緑地の追加指定に努める。 

 

 

（平成２９年度） 

・農業経営の向上を図るため，認定農業者及び農業経営に意欲ある農業者に対し，都市農業育成対策事業を活用し，農業者が実施し

た農業用機械設置事業等に支援を行った。 

・経営規模の拡大，生産方式の合理化等の目標を設定した農業経営改善計画を策定した農業経営に意欲がある認定農業者が，５１人

となった。 

・市民が農業や農家と交流する場である農業体験ファーム５園の管理運営に対し助成することにより，生産緑地の保全・活用を図っ

た。また，現基本計画期間においても，多様な農業体験の場として農業体験ファームのほか，市民農園，ふれあい体験農園などの

新規開設を進めた。 
・ＪＡでの直売会の他にも２回開催された若手女性農家有志によるマルシェへの支援を通じて地産地消に取り組んだ。 
・食育として，給食の献立に市内産農産物を活用するとともに，農業者としての農家の方を招いての授業として市内農産物，農業の

理解に取り組んだ。 

・都市農地の保全を図るため，新たな生産緑地地区の指定に取り組み，平成２９年度の追加指定は３件，0.1ｈａとなった。また，

平成２９年に生産緑地法が一部改正され下限面積など一部指定要件の緩和などが盛り込まれた。 
・平成３０年第一回市議会定例会にて「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」が承認され，面積要件

が３００㎡以上となった。 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№18 都市農業の推進） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 認定農業者の人数【☆，◎】 
（目標値：35人 現状値：51人） ◎ 

【要因・課題】 

制度理解への周知 

２ 多様な農業の場の新規開設数【☆】 
（目標値：3園（平成 27～30年度累計） 現状値：2園） ○ 

【要因・課題】 

制度理解への周知 

３ 生産緑地地区の年間追加指定件数【☆】 
（目標値：20件（平成 27～30年度累計）現状値：5件） ○ 

【要因・課題】 

生産緑地追加への環境整備 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①認定農業者の人数は平成３０年度目標値３５人に対して平成 

２９年度末で５１人に達している。 

 

①認定農業者になると，経営等の相談や農機具，農業用資材等の

購入など，市や都の事業が活用できるなどの利点もあることから，

引き続き周知を進め，農業経営改善の一助としていく。 

 

 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①都市農地の保全を図るための生産緑地地区の追加指定を当初毎

年５件程度，目標年度までに累計２０件としていたが，平成２９

年度までに５件と，計画に対して遅れている。 

 

①平成２９年度の生産緑地法の一部改正により，追加指定の要件

として下限面積の緩和などが盛り込まれ，今後の追加指定への好

環境と考えている。 

 

 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・いきいきとした農業経営としては，農業経営に意欲のある認定農業者の人数を目標値である３５人に対して５１人まで増加し，平

成３０年度も上積みが予想される。今後も，制度周知に努める。また，都市農業育成対策事業も順調に推移し，平成２９年度も２９

人の農業者の経営支援につながった。 

・農のある地域づくりでは，都市農業の理解促進の一助として，市内農産物の直売促進として，調布駅前でのマルシェを平成２６年

度から開催するほか，食育の一環としての市内産農産物を給食の献立に定例的に活用した。また，多様な農業体験の場づくりとして，

農業体験ファーム，市民農園，ふれあい体験農園などを実施し，体験ファームにおいては，平成３０年度新規開設への意向を受ける

中で，目標値である３園の到達をめざすところである。 

・農地の保全では，生産緑地地区の追加指定が目標値２０件に対して現在は５件だが，平成３０年度から生産緑地の面積要件の引き

下げ等により追加指定への追い風として推移をみていく。また，この他にも，農業体験ファームの新規開設の他，平成３０年度新規

開始の防災面から農地に災害時用井戸を設置する都市農地保全支援プロジェクト事業などを活用，今後もさらなる情報周知に関する

取り組みを進め，農地保全を図っていく。 

 

 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№18 都市農業の推進） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・都市農業振興基本計画により，農地は「都市にあるべきもの」とされ，都市農業の振興と都市農地の活用・保全についての考え

方が示されたことを踏まえ，それぞれの取組を進める。  

①農業経営の向上を図るための施策においては，引き続き農業経営支援を進めるとともに，農業後継者の育成支援の検討に取り組

む。 

②農地のあるまちづくりの推進においては，農業体験ファームやマルシェ，給食を通じての食育などにより農業への住民理解に取

り組み，とりわけ地産地消については，直売会の他にも，マルシェの開催や市内商工業者との連携についても模索を進める。 

③都市農地保全のための施策においては，特定生産緑地制度の情報提供とともに，生産緑地から特定生産緑地への円滑な移行に向

けた周知に取り組み，農地の活用については，都市農地の貸借の円滑化に関する法律の成立も踏まえ，農業体験ファームや市民

農園など農地の活用を進める。 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成２７年４月に都市農業振興基本法が施行され，都市農業の振興に対

する基本理念が定められ，さらに，平成２８年５月に都市農業振興基本計

画が閣議決定され，都市農地を「都市にあるべきもの」と位置付けるなど，

都市農業の振興と農地保全に関する国の基本的な考え方が示された。 

②生産緑地法が一部改正され，生産緑地地区の面積要件等が緩和できるこ

ととなった。 

 

①都市農業振興基本法では，地方においても都市農業

の振興に関する計画を定めるよう努めることと規定

されていることから，次期基本計画に向けての都市農

業振興の方向性を検討する。 

②生産緑地法の一部改正については，平成３０年４月

1日より下限面積の緩和が条例化された。 

 

都
や
近
隣
市
等

の
動
向
等 

①都市農業振興基本法による都市農業振興基本計画を受け，平成２９年５

月に東京農業振興プランを策定した。 

①次期基本計画に向けての都市農業振興の方向性を

検討する。 

 

 

 

そ
の
他 

①都市農地保全推進自治体協議会（市街化区域内農地を保有する調布市を

含む都内の３８の区市町が加盟。年１回推進フォーラムを開催）が平成２

９年１１月１４日に農林水産大臣に，１２月１９日には国土交通大臣に，

都市農地の保全に向けての施策を講ずるよう要望活動を行った。 

 

①都市農地を有する近隣自治体と連携して国や都に

対して，都市農地保全のための施策が実現されるよう

要望していく。 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№18 都市農業の推進） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，農業体験などを通じて都市農業に対する重要性への理解を深めます。 

・事業者は，農地の適切な維持・管理に努めるとともに，市民と農業がふれあえる場づくりに努めます。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・農地の保全にあたり多面的な農地の活用を視野に環境，都市整備部と連携し検討する。 

・特定生産緑地の指定に関して都市整備部と連携を進める。 

・防災兼用井戸の設置にあたり，防災，環境部と連携し事業を進める。 

・食育の推進では教育部との連携強化を図る。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・都市農業は，安全，安心で新鮮な農産物を供給することができる。 

・都市農地は，生活環境に潤いと安らぎを与え，良好な住環境を形成する。 

・都市農地は，災害時における一時避難場所となる。 

・都市農地は，食育や環境教育の場となる。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・農業者が農業経営に意欲をもって取り組めるよう都市農業育成対策事業等の支援を充実させる。 

・農業体験ファームや市民農園等，農に触れ合う場の確保に取り組み，市民の都市農業への理解を深めていく。 

 

 


